
背景

利用可能な静電気の発電方法の効率化

1.ライデンコップの製作
発生させた静電気を利用するには,まず静電気を十分に蓄電する
ことが必要である。ライデン瓶の仕組みを応用した「ライデン
コップ」を蓄電池として製作した。
[ライデンコップの仕組み]

a. b.                  c.

a.電荷がない状態である。
b.ティッシュでこすった塩ビパイプはマイナスに帯電してお
り,それを内側のアルミホイルに近づけるとマイナスが移る。

c.外側のアルミホイルのマイナスは追い出されるため,外側は
プラスに帯電する。
塩ビパイプをティッシュで擦って近づけるほど内側のアルミホ
イルと外側のアルミホイルが近づくため蓄電ができる
2.ライデンコップの実験①
下敷きを印刷用紙でこすった。

3.ライデンコップの実験②
塩ビパイプをティッシュでこすった。

4.ライデンコップを用いてLEDが点灯するか調べた。
5.静電気の発電方法に単位をつけた。

1[こすり] 片道を擦ること
1[近づけ] ライデンコップに近づけること

6.静電気チェッカーの製作(墨汁)

動作確認をした。
静電気チェッカーの構図(左)と実物(右)

7.摩擦発電機の製作
電極に適した材質を調べた。
絶縁体はゴム,導線はアルミホイルで代用した。

物質ごとの帯電性

8.試作品の製作
動作確認をした。

試作品の構図(左)と実物(右)

(←ライデンコップ)

2.ライデンコップの実験では静電気を蓄電できなかった。

→静電気を蓄電できなかったのは湿度が原因かもしれない,と
いうことでエアコンで除湿して実験することに。

3.除湿すると静電気を蓄電できた。(湿度は69 %)

→ライデンコップで蓄電することはできることがわかった。ま

た,静電気は湿度が高いと利用が難しくなることがわかった。

4.ライデンコップではLEDは点灯しなかった。

電池では光ったため,LEDは正常だと考えられる。
→静電気を利用するのは難しい。

5.単位を作った後,こすりと近づけやコップの数と痛みの実験を
した。結果は下表1に示した。

→痛い等は「質的データ」。実験結果としては「量的データ」

がほしいので,チェッカーを作ることに。

6.チェッカーの動作確認では,チェッカー内部の球が動くことが
確認された。
→動いた回数や距離の「量的データ」
としての結果を得られる。

7.電極に適した材質の組み合わせの
結果は右表2に示した。

8.摩擦発電機によって静電気
を発生させることはできなかった。
→作ったのはこすれる面積が少なかったからではないか。

結論

参考文献

現在,生きていくうえで欠かせない電気。その発電
方法はクリーンな物へと変化している。そこで私た
ちが考えたのは,静電気を利用すること。静電気の
利用が広く浸透すれば,新たな発電方法として静電
気が使われるようになるかもしれない。

仮説

実験の方法

歩くことで摩擦発電機により静電気を作り,それをライデ

ンコップで蓄電することができる。

結果及び考察

試作品は小さいため発電効率が悪い。しかし実用化
には小型化が求められるため,それも含めて改良が必
要。また,湿度なども考慮しなくてはいけない。

http://kosakuzukan.web.fc2.com/gallery050501.htm

https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_018.html

https://decafish.blog.ss-blog.jp/2019-02-16

https://site.ngk.co.jp/lab/no232/

A-α-01

物理

http://kosakuzukan.web.fc2.com/gallery050501.htm
https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_018.html
https://decafish.blog.ss-blog.jp/2019-02-16
https://site.ngk.co.jp/lab/no232/


理想的なシュートの条件

背景

1. ゴールの軌道の数式を導く

条件｜ゴール入射角45°

2. 求めた数式を元に実際に投げる

｜データの収集

3. 集めたデータを分ける

｜理想的なシュートとそうでない

シュートで分けた後、それぞれ

ゴールに入った、入らなかった

で分ける

4. シュート率の差の検定

｜理想的なシュートとそうでない

シュートでゴール率の差を母比率

の差で検定する

帰無仮説 理想的なシュートとそうでない

シュートには差がある。

対立仮説 理想的なシュートとそうでない

シュートでは差がない。

帰無仮説は棄却される。

理想的なシュートとそうでないシュートでは

差がある。

帰無仮説は棄却される。

理想的なシュートとそうでないシュートでは

差がある。

帰無仮説は棄却されない。

理想的なシュートとそうでないシュートでは

差がない。

結論

参考文献

・ゴールへの入射角は45°が理想

・投げられたボールは放物線を描いて落下する

（空気抵抗を無視する場合）

これらをもとに理想的なシュートの方程式を求

められると考えました。

仮説

方法

私達が考える理想的なシュートとそうでないシ
ュートではゴールの確率に差がある。

結果及び考察

3m までシュートに差が出る

This Machine Knows Shooting Better Than Steph
Curry 2016/6/8 19:00 JST

A-α-02

物理

(ｍ)

(ｍ)

4m 理想 理想でない 計

入った数 7 37 44

入らなかった数 13 128 141

計 20 165 185

2m 理想 理想でない 計

入った数 22 82 104

入らなかった

数 8 161 169

計 30 243 273

3m 理想 理想でない 計

入った数 21 90 111

入らなかった

数 19 186 205

計 40 276 316



光触媒を用いた汚水の浄化の効率化

背景

〈実験で共通して使用したもの〉
・酸化チタンフィルター(酸化チタン1.0gと過酸化水素水
100mlに金網を5分間ひたし電気炉で500℃で30分間加熱
し、一辺5㎝の正方形に切ったもの)・ブラックライト
・メチレンブルー(10ppm)・分光光度計
〈実験①〉浄化前のメチレンブルーの吸光度を測定する
〈実験②〉フィルターの定着を確かめる
(1).メチレンブルー40mlに1枚の酸化チタンフィルターを
浸け、日光が当たらないように加工した段ボール(図
２.3）にセットし、2時間ブラックライトを当てて吸光度
を測りT検定を行う
(2).(1)と同じフィルターを使用し同じ操作を繰り返す
〈実験➂〉
フィルターを用いたメチレンブルーの浄化〈一回目〉
(1).フィルターを重ね角を針金でむすんだものを8枚まで
用意する
(2).メチレンブルー40mlに(1)をそれぞれ入れ段ボール(図
2.3)にセットし、4時間ブラックライトを当て吸光度を測
りT検定を行う
〈実験④〉
フィルターを用いたメチレンブルーの浄化（二回目〉
(1).ブラックライトを蛍光灯型のものに、加工した段ボ
ールも(図４)に変え実験➂と同じ操作を繰り返す

図２実験②➂に使用した段ボール 図3 実験②➂に使用した段ボール 図4 実験④に使用した段ボール

〈実験①〉 〈実験②〉

表1 実験➀の結果

表2 実験②の結果

（実験➂〉

表3 実験➂の結果 表4 実験➂の検定結果

〈考察〉
①ブラックライトの長時間
使用による消灯
②分光光度計の試料を入れる
容器が不ぞろい

図5 実験➂の結果のグラフ ⇒数値に信憑性がない

〈実験④〉

表5 実験④の結果 表6 実験④の検定結果

〈考察〉
①5～8枚のフィルターの
チタンがはがれていた
②分光光度計の正確性
⇒正確性は低い

図6 実験④の結果のグラフ

結論

参考文献

光触媒とは
光によって触媒作用を発揮し、有機物を分解する。

光触媒を用いた浄化装置は
設置面積を大きく取りがちになり
実用的ではないと感じた。
⇒設置面積においての浄化効率を高める。

図１ 有機化学物質分解のメカニズム

仮説

方法

酸化チタンを塗布したフィルターを重ね、表面積を大き
くし最も光が当たるように工夫したものは浄化効率が高
くなる。

⇒フィルターの重なりによって光があたりにくくなるこ
とを利用し、フィルターの枚数は少ないが光が当たる表
面積は大きい一点が、最も浄化効率が高くなる。

結果及び考察

実験③の結果より、二枚のフィルターが最も効率的。た
だし、正確性は低い

酸化チタンコーティング溶液の作成とその評価

http://aichi-kouken.kir.jp/kouken/H21/pdf/0914.pdf

光触媒による簡易な農業廃液処理方法の開発

https://www.jst.go.jp/pr/report/report241/01.html

酸化チタンによる浄化作用

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc3/31712.pdf

A-α-03

化学

http://aichi-kouken.kir.jp/kouken/H21/pdf/0914.pdf
https://www.jst.go.jp/pr/report/report241/01.html
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc3/31712.pdf


海水を原料とする耐塩性のある
植物にも効果のある除草剤の開発

背景

①海水の電気分解

中性である海水が強アルカリ性の次亜塩素酸
ナトリウムになるまで電気分解する。
②紫外線分解

①で生成した強アルカリ性の次亜塩素酸ナト
リウムが中性の塩素酸ナトリウムになるまで紫
外線分解する。
③土壌散布

②で生成されたものを耐塩性のあるローズマ
リーに毎日30 ml与える。

塩素酸ナトリウムを与えた植物は枯れたのに対

して、海水を与えた植物は枯れなかったことか

ら塩素酸ナトリウムの除草効果により植物を枯

らすことができる。食塩水でも同様のことがで

きる。

飽和食塩水由来の塩素酸ナトリウム水溶液を与

えた植物が最も早く枯れたので、水溶液の塩素

濃度が高いほど影響が強いと考えられる。

結論

参考文献

海水は資源としてあまり使われていない。

生命力が強い植物が生い茂る砂浜の景観を守り
たい。

仮説

方法

海水を電気分解すると次亜塩素酸ナトリウムが
発生する。
次亜塩素酸ナトリウムに紫外線を20時間ほど当
て、分解すると塩素酸ナトリウムができる。

塩素酸ナトリウムを土壌に撒くと、植物の生理
作用を阻害し、植物を枯らすことができる。

結果

海水を電気分解し、紫外線分解することで塩素

酸ナトリウム水溶液が生成される。

塩素酸ナトリウムを与えることで耐塩性のある

植物を枯らすことができる。

よって、海水から除草剤を作り耐塩性のある植

物を枯らすことができる。

また、水溶液中の塩素濃度が高いほど効果が早
く現れる。

次亜塩素酸ソーダ生成装置（クロライザー）

https://www.suiki.co.jp/hensen/75_84/75_3.html

A-α-04

生物

以下a 処理済みの海水
b 処理済みの飽和食塩水
c 処理済みの人工海水
d 処理済みの同濃度の食塩水
e 純水 f 海水 と表記する。

過程3 土壌散布の結果
海水、純水を土壌に散布した場合→枯れない
人工海水、3％食塩水、海水に過程1,2の処理を
施したものを土壌に散布した場合
→一週間を目安にはのところどころに黒ずみが
見られ、2週間経過した頃には黒ずみが目立った
飽和食塩水に過程1,2を施したものを土壌に散布
した場合→3日で全体が黒ずみ、1週間で全体が
しなびれ始めた。

考察

a         b         c         d         e          f



エチレンガスの生成量と影響の受けやすさは、
植物によって決まっている。一般的に、果菜
類・葉菜類の野菜は影響を受けやすい。その中
で、生成量が少ないキュウリと簡単に育てられ
るハツカダイコンを実験対象にした。
実験1:キュウリ栽培時のバナナ(エチレンガスを
発生するもの)の有無による差を観察する
①雌花やでき始めの実をA・Bに分ける。
②毎日17時にA・B両方に袋を被せる。Aには袋

の中にバナナが入るように支柱からバナナを吊
るす。翌日10時に袋を取る。

③収穫するまでキュウリの長さを測定する。実
がより大きくなることを成長と定義する。
実験2:ハツカダイコン栽培時のエチレンガスの
有無による差を観察する

①ハツカダイコンが生えているプランターを
A・Bに分ける。
②毎日16時にA・B両方に酸素を加え、袋を被
せる。Aには袋を被せる前にエチレンガスを加

える。その際、エチレンガスを直接吹きかけな
いようにする。これは、エチレンガスには発芽
や芽・根の成長の抑制、落葉や落果を引き起こ
す作用があるからである。エチレンガスの密度
は空気よりやや小さいため、袋の中に溜まり続
けると予想した。

③収穫するまで茎の長さを記録し、葉の枚数や
色の様子の違いを観察する。成長を、茎が長く
なること・葉が多くなることと定義する。色は
薄い方が弱まっていると捉える。

エチレンガスによる促成栽培

背景

実験1 うどん粉病や台風により実験断念。
実験2 エチレンガスを加えたものの方がより成

長しているように見えた。そして、加えていな
いものよりも弱っているように見えた。
(方法の欄に記載の実験前に決めた定義に基づ
いて考えた。)

結論

参考文献

バナナの追熟にはエチレンガスが使われる。

エチレンガスとは野菜や果物が発する植物ホル
モンであり、成長や腐敗を進める。収穫後も放
出は続き、周囲の植物にも影響を与える。

そこで、エチレンガスを使った促成栽培の可能
性を思いついた。

仮説

方法

量や加える時期次第では、植物を育てる際にエ
チレンガスを加えると植物の成長を促成できる。

結果及び考察

エチレンガスがもたらす作物への影響について
https://ecologia.100nen-kankyo.jp/column/single007.html#:~:text

エチレンガスの特徴と用途について
https://01.connect.nissha.com/blog-gassensor-phytohormones/

エチレンガスの実が熟していない状態で収穫されたものを熟す効果の
使用例https://www.matuno.co.jp/vegeful/category/journal04/10154.html

野菜や果物のエチレンガス生成量と感受性の一覧
https://01.connect.nissha.com/blog-gassensor-ethylenegas/

A-β-05

生物

[A群(エチレンあり)の特徴]

・葉の伸びが大きい
・葉の枚数が多い
・根の赤みが薄く、葉が黄色
・まっすぐ育っていない

図4 上(B群)

帰無仮説:A群とB群の値に差はない。

→F検定の結果 0.2591025624 等分散
T検定(有意水準5)の結果

0.1340175238 有意差なし

用法や量次第ではエチレンガスには成長を促す
効果がある可能性があるが、今回の実験だけで
は効果を断言できない。

図1 横(A群) 図2横(B群)

図3 上(A群)

表1  A群とB群のハツカダイコンの茎の長さ

表1の値で比べると、A群の方が
成長しているように思える。
検定で差を確かめる。

対立仮説:A群とB群の値に差はある。

検定から差は見られなかった。さらに、今回の
実験では完璧な対照実験ができていないため効
果を断言はできない。

https://ecologia.100nen-kankyo.jp/column/single007.html#:~:text
https://01.connect.nissha.com/blog-gassensor-phytohormones/
https://www.matuno.co.jp/vegeful/category/journal04/10154.html


牛乳によるカゼインプラスチックの
実用化

背景

[実験1]酢酸によるカゼインプラスチックの作成
①牛乳175mlを80℃まで熱す
②酢酸17.5mol /Lに純粋16.5mlを混ぜたものを
①に入れ40℃まで冷やす。
③キッチンペーパーや新聞で水気をとる
④成形して3〜4日乾燥させる
同様の実験を塩酸でも行った

実験（ⅱ）耐久性を調べる実験

①実験（ⅰ）で作成したカゼインプラスチック
を二つに分ける
②一方を1.0mol /Lの酢酸に1時間浸す
②'もう一方は実験（ⅰ）の③の操作を行った後
に重りを入れた状態で乾熱滅菌器で80℃で11時
間乾燥させる。

実験（ⅲ）落下実験
実験（ⅱ）の②で作ったものと②'で作ったもの
を50gに統一し20cmずつ高くしながら落下させ
比較する。

実験（ⅳ）

作成したカゼインプラスチックに水道水を入れ
15分間放置して水分への耐久性を調べる。
(図1）
→後に20分間に変更した。

(図1)

(i)①酢酸を用いた実験
カゼインが沈殿し、pHは等電点に近い5.0付近
となった。

また、食塩を加えると、白く滑らかなカゼイン
が取り出せ、乾熱滅菌をするとヒビ割れを防ぐ
ことができた。
②塩酸を用いた実験
カゼインの沈殿はほとんど見
られなかった。
↓

弱酸、強酸が関係していると考えた。
(iii)(ii)のカゼインを用いた落下実験
以下の表の通り。

(iv)(ii)のカゼインを用いた耐水実験

どちらも水が漏れ出ることは無かったが、水の
表面に乳脂肪分と思われる油が浮いていた(図
1)。

↓

脱脂粉乳、低脂肪乳を用いることで防止できる
と考えた。
(iii)(iv)2つの考察として、酢酸に浸す効果はな

いと考えた。また、重りによって少しだけ強度
は増すと考えた。

結論

参考文献

近年問題となっている海洋プラスチック問題や
化石燃料の枯渇の解決に繋がる製品を作成し、
実用化することにした。

仮説

方法

カゼインプラスチックは水中や土壌中の微生物により自
然に分解され、化石燃料を使わないため、環境問題解決
に向けたプラスチックとして実用化できる。

結果及び考察

カゼインプラスチックの衝撃への耐久性、表面
の油脂の処理、容器生産性の観点から、カゼイ
ンプラスチックを容器として実用化することは
難しい。

https://resemom.jp/article/2018/07/10/45558.html カゼインプラスチック作成の
先行研究
https://www.steampoweredfamily.com/make-plastic-from-milk/カゼインプラスチ
ックを酢酸に浸す際に参考にした手順
http://www.nara-gyunyuya.com/qa/26.htm 等電点に近づける意味とそれによっ

て何が起きるのか。
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高さ
(cm) 20 40 60 80 100 120

酢酸に
浸した 〇 〇 〇 △ 少し

ヒビ
ヒビ
入り

浸して
いない 〇 〇 〇 〇 〇 ヒビ

入り

https://resemom.jp/article/2018/07/10/45558.html
https://www.steampoweredfamily.com/make-plastic-from-milk/


心理戦における嘘の有用性

背景

（１）実験材料

材料,機器:トランプ,スマートフォン,Chrome book

調査対象:2A生徒

（２）手順

一対一でババ抜きを行ってもらった。(以下,詳細な手順)

１．引かれる側が「こっちがジョーカーです」と言ってどちらか

を指さす

２．引く側は適当ではなく考えてから好きなほうをとる

３．各参加者毎の勝った回数を集計し片側T検定を行う

表1   各参加者毎の本当のことを言って勝った回数と嘘を言って勝った回数
を表す。両2行とも上段は本当のことを言って勝った回数,下段は嘘を言って
勝った回数を表す。

帰無仮説 嘘を言って勝った回数は本当のことを言って勝っ

た回数と同じである

対立仮説 嘘を言って勝った回数は本当のことを言って勝っ

た回数よりも多い

p値(有効数字3桁) 0.0154

有意水準 0.025

帰無仮説は棄却され,嘘を言って勝った回数は本当のことを

言って勝った回数よりも多いと言える

結論

参考文献

様々な心理戦において簡単に勝率を上げる方法はないのか
と考えたときに言葉による心理戦がまずは重要だと考えた

仮説

方法

このような心理戦においては嘘をついたほうが良い。

結果

このような心理戦では嘘をついた方がよい

｢虚言行動に及ぼす個人特性の効果｣,古屋健,社会心理学研

究,第6巻(第3号),pp.165-174(1991)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssp/6/3/6_KJ000037251

46/_pdf

データの検証2 (ヴェリタスのGoogleスライド)

https://docs.google.com/presentation/d/1sFbiLUNxEep40a

USYCix7ThUo4XD-z97-KoGChiyTpk/edit
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考察

私たちの予想通り,嘘をついたほうがいいという結果となったが,
これは人間にはまずは相手のことを信じてしまう性質があり,本
実験の結果はこれによるものなのだという予想が立てられる

目的

心理戦において嘘をついたほうがいいのか,本当のことを言っ
たほうがいいのか調べる

先行研究

間接的なコミュニケーションの場では個人の特性は虚言行動に
影響を与えない可能性が示唆されている

実験参考イラスト

イラスト1 イラスト2

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssp/6/3/6_KJ00003725146/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssp/6/3/6_KJ00003725146/_pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1sFbiLUNxEep40aUSYCix7ThUo4XD-z97-KoGChiyTpk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1sFbiLUNxEep40aUSYCix7ThUo4XD-z97-KoGChiyTpk/edit


背景

■魚鱗の処理
蒸製魚鱗
5.0g の魚鱗を165kPaで20分間加圧し
加熱乾燥する。
蒸製なし魚鱗
蒸製魚鱗5g の魚鱗を加熱乾燥する。
その後どちらもハンマーで砕く。

■実験１ 蒸製の効果の調査
Ca(PO4)2 + 6HCl → 3CaCl2 +  2H3PO4

の反応を利用する。
撹拌子と魚鱗と水をいれたビーカーに
HClを滴下しpH測定器でｐHを測定する。
リン酸により大きくなったpHが再び塩酸により小さくなっ
た所を反応の終点とした。
■実験２ 他の土壌との比較
蒸製魚鱗を含めた土、蒸製なし魚鱗を含めた土、
土のみ、の三つの土壌で比較→三セット用意

■実験１ 蒸製の効果の調査

■実験２ 他の土壌との比較
・発芽までの時間→全て3日目
14日目 21日目

28日目 35日目

結論

参考文献

現在使われている有機質肥料の一つに家畜の骨、皮な
どから作られるものがあり、魚鱗がその代用となり、有効
活用できるのではないかと考えたから。また、魚鱗はそ
のほとんどが廃棄されているため、ゴミの削減につなが
ると考えたから。

仮説

方法

魚鱗は肥料として有効活用できる。また、蒸製処理を行
うことで効果が高まる。

結果及び考察

魚鱗は肥料として植物の成長を促進することができる。

特に葉の大きさや数に影響を及ぼす。

蒸製の効果はあまりみられなかったが、蒸製なし魚鱗と

比べ、蒸製魚鱗は砕きやすく、目視で大きく差がみられ

たので、より土壌に吸収されやすい利点があると考えら

れる。

(1)蒸製魚鱗

http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kaisetu/joseigyorin.pdf.

(2)リン酸カルシウムと塩化水素の反応

https://www.you-iggy.com/ja/chemical-reactions/1x-

calcium-phosphate-plus-6x-hydrogen-chloride-yields-3x-

calcium-chloride-plus-2x-phosphoric-acid/.
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蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 有り 有り 有り

中 無し 無し 有り

小 無し 有り 有り

蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 有り 有り 有り

中 無し 有り 有り

小 有り 有り 有り

蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 有り 有り 有り

中 無し 有り 有り

小 有り 有り 有り

蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 有り 有り 有り

中 無し 有り 有り

小 有り 無し 無し

蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 無し 有り 無し

中 無し 無し 有り

小 無し 無し 無し

蒸製ありと

蒸製なし

蒸製ありと

土のみ

蒸製なしと

土のみ

大 無し 有り 無し

中 無し 無し 有り

小 有り 有り 有り

左が蒸蒸製なし魚鱗、右が蒸製魚鱗

期間：5週間
発芽までの時間(日)
→子葉が生えるまでの期間

葉の大きさ(ｃｍ)
→最初の本葉の葉身

葉の数(枚)
→本葉の数

根の太さ(cm)
→最も太い部分の直径

根の重さ(g)
→葉を切除した根

蒸製魚鱗 蒸製なし魚鱗

HCl 5.0mlの地点 終点見られず

・根の太さ ・根の重さ

・葉の大きさ

http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kaisetu/joseigyorin.pdf.
https://www.you-iggy.com/ja/chemical-reactions/1x-calcium-phosphate-plus-6x-hydrogen-chloride-yields-3x-calcium-chloride-plus-2x-phosphoric-acid/.
https://www.you-iggy.com/ja/chemical-reactions/1x-calcium-phosphate-plus-6x-hydrogen-chloride-yields-3x-calcium-chloride-plus-2x-phosphoric-acid/.
https://www.you-iggy.com/ja/chemical-reactions/1x-calcium-phosphate-plus-6x-hydrogen-chloride-yields-3x-calcium-chloride-plus-2x-phosphoric-acid/.


未利用のデンプンを用いた
エタノールの精製

Experiment

実験① どんぐり(どんぐり粉)から
デンプンの抽出
※どんぐりはあらかじめ殺虫作業をする 図1:実験①の様子
1.水を張ったボウルにガーゼで包んだ粉を入れ、揉みしごく
2.1をしばらく放置し、上澄み液を捨てる作業を繰り返す

実験② デンプンの加水分解

実験①で得られたデンプンを
レモン汁と塩酸を用いて加水分解する
分解の前後で糖度計を用いて糖度を測る 図2:実験②の様子

〈糖度計の計算式〉

得られた数値/100×溶液の質量＝糖分の質量

実験③ どんぐりの中の実のアルコール発酵

1.実験②にて加水分解した溶液にドライイーストを加えてよく
混ぜ、その時の匂いをかぐ
2.キューネ発酵管に入れた溶液40℃程度のお湯に入れ、2分ご
とに気体の発生量を確認
3.2の溶液を試験管に取りイソジンを1,2滴入れ、色の変化を見
る。この時匂いをかぐ

Result

実験①
どんぐり粉
デンプンを抽出することができた。
ドングリ粉200gから抽出できたデンプンはドングリ粉の4分の
1くらいだった。
どんぐり
殻を含む311.6gのドングリのうち使用できた218.2ｇから5.0g

のデンプンが抽出できた。ドングリから抽出されたデンプンの
量はドングリ粉から抽出されたものより少なかった。

実験②
表：1溶液に含まれる糖分の質量(ｇ)

実験③

・ドライイーストを加えてすぐはイースト臭がして、実験後も
同じ臭いがした
・イソジンを加えたところ、塩酸‐どんぐり粉とレモン汁‐ど
んぐり粉は若干黄土色に変化した

Discussion

どんぐりはどんぐり粉と比べて、デンプンを抽出した際にデン
プン以外のものが多く残ってしまった為、糖分があまり得られ
なかったと考えられる。
イソジンの色が変化したことと気体が発生したことから、アル
コール発酵ができたことがわかった。しかし、そもそも気体の
発生量が少なかったので加水分解した時点で糖度が十分に得ら
れず、アルコール発酵された溶質も少なかった。

Background

国連でSDGsが採択され
たことにより、再生可能
エネルギーである、バイ
オ燃料に注目が集まって
いる
バイオ燃料となるトウモ
ロコシやサトウキビは、
本来は広く親しまれてい
る食料資源
⇒ドングリで代用はできないのか

Hypothesis ~ドングリの可能性~

ドングリから得られるデンプンを用いて、
エタノールを精製できる

Conclusion

ドングリから得られるデンプンでアルコールを精製することが

できる。

References
・デンプンの加水分解に適する酸とは

http://osd.tennoji-hs.jp/img/pdf/data_poster/f/f22.pd

・デンプンの呈色反応と加水分解

https://www.gifu-net.ed.jp/ssd/sien/gakuryokusougou_suisin/koutokugakkou/koutokuH22/04rikaH22/22120.pdf

・アルコール発酵(リンク先p171～177)

http://www1.iwate-ed.jp/04kenkyu/01kyouka/104rika/h26_0407_2.pdf

・ドングリからデンプンをとって「ドングリもち」を作ろう

https://gogo.wildmind.jp/feed/howto/51

・アルコール発酵

http://www.makasaka.net/seibutu/hakko/hakko.html
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塩酸ー
ドングリ

塩酸ー
ドングリ粉

レモン汁ー
ドングリ粉

実験前 0.015 0 0

実験後 1.265 4.485 9.085

ドングリから燃料となり得るエタノールを精製し、
新たなバイオ燃料の原料として利用できるか調べる

代わりに…

http://osd.tennoji-hs.jp/img/pdf/data_poster/f/f22.pd
https://www.gifu-net.ed.jp/ssd/sien/gakuryokusougou_suisin/koutokugakkou/koutokuH22/04rikaH22/22120.pdf
http://www1.iwate-ed.jp/04kenkyu/01kyouka/104rika/h26_0407_2.pdf
https://gogo.wildmind.jp/feed/howto/51
http://www.makasaka.net/seibutu/hakko/hakko.html


湿布への切れ込みの入れ方の違いが引き
起こす剥がれやすさの差異の研究

背景

実験材料 バンスキットS湿布
(ラフェルサ社製)

実験方法

湿布に様々な切れ込みを入れ、肘に貼り、曲げ
伸ばしを行う。湿布が剥がれた回数によって剥
がれにくさを比較する。

肘を伸ばした時に内側
に出てくる骨に
赤丸を合わせ貼る。

青線までどこか一部分でも
到達したとき、剥がれたと定義する。

また、肘に貼ってから
5分肘を曲げないよう放置して、肌に馴染ませ
る。

1秒に１回(肘を曲げて伸ばして１回)のペース
で運動する。

班員の肘周りの太さ
中島:20cm 島崎:22cm

佐伯:24cm 安永:26cm

パターン１の結果

パターン２の結果

パターン3の結果

パターン４の結果

今までの結果をもとに考えたパターン(パターン
6,7,8)と今までの結果で検定をした。
(パターン6は肘周り20cm用、パターン7は22cm用、
パターン8は24cm用である)

その結果肘周り24cmの人はパターン8がいちばん良
いことが分かった。

また、肘周り20cm,22cmの二
人は検定によって有意差が認
められなかったが、加工の観点 （パターン８）
よりパターン1が一番良いと
結論付ける。

結論

参考文献

野球部の友達が肘が痛く湿布を貼ることがある。
しかし、 肘は日常生活を送るうえで動かすことが多
く、せっかく貼っても剥がれやすい。
そこでどうすれば湿布を剥がれにくくできるか興味
を持ち実験をすることにした。

仮説

方法

先行研究より、以下のパターンで
切り込みを入れた場合が最もはが
れにくくなると仮定する。

結果及び考察

ロキソニンプロフェンNaテープ「トーワ」‐ひじの上手な貼り方

https://www.towayakuhin.co.jp/m/lox-t50/knee.html

静岡新聞 「薬の相談室」

湿布の上手な貼り方‐カットすれば、はがれにくい 一人で貼れる補助器具も／公益社団法人静岡県

薬剤師会

https://www.shizuyaku.or.jp/soudan/2308/
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物理

肘周り20〜22cmの人はパターン1が、肘周り24cmの人はパターン8が、肘

周り26cmの人はパターン4が一番よい。

https://www.towayakuhin.co.jp/m/lox-t50/knee.html
https://www.shizuyaku.or.jp/soudan/2308/


方法

仮説

背景

トマト由来トマチンの
農薬への利用の検討

◯抽出
①エタノールによる抽出 │ トマチン溶液エタノール抽出

すり潰したトマトの葉と茎5.0 gをエタノール10 mlに浸け
水200 mlと混合し、エタノールを蒸発させた。

②水による抽出 │ トマチン溶液水抽出

刻んだトマトの葉と茎12.4 gを熱湯504.5 mlで茹でた。

◯防虫実験
1，図2のように装置を作り

ミルワームを置いた。

2，1時間放置した後
様子を観察した。

◯抗菌実験 ペーパーディスク法

1，ポテトデキストロース8.8 gと純水225 mLを混合して

ポテト培地を作った。

2，滅菌水を使い、黒カビの1000倍希釈溶液を作った。

3，ポテト培地を分注した9個のシャーレに黒カビ溶液を

1 mLずつ塗布した。

4，純水、トマチン溶液エタノール抽出、水抽出を

ペーパーディスクに3個ずつ染み込ませた。

5，ペーパーディスクをシャーレに1個ずつ載せ、イン

キュベーターに入れた。

6，インキュベーター内を25℃に保ち、黒カビを培養

した。

昨年度の成果発表会で75期の先輩方の研究
「天然由来の農薬の開発」の発表を聞いて、
自然由来の成分を使った農薬に興味を持った。
また、その研究ではジャガイモ由来ソラニンを
利用していたため、構造が似ているトマチンに
ついて研究しようと考えた。

トマトの葉と茎からトマチンを抽出することができ

そのトマチンには抗菌効果と防虫効果がある。

結果及び考察

A-β-11

生物

純水 溶液 純水 純水純水 溶液 溶液 溶液

ミルワームが溶液を避けている様子は確認できなかった。

効果が確認できなかった原因として、溶液がミルワーム

に直接作用していない可能性が考えられる。

トマチン溶液水抽出に
は、トマチン溶液

エタノール抽出よりも
はっきりとした阻止円
が出来ていることが分
かる。

このことからトマチン
溶液水抽出には抗菌効
果があるといえる。

植物病原の¾以上は
菌類 [5]参照 であるため、

トマチン溶液水抽出に
は農薬としての効果が
あるといえる。

コントロール区 実験区

純水

トマチン
試薬

エタノール
抽出

水抽出

◯防虫実験

図1 トマチンとソラニンの構造式 引用：参考文献[2]神戸大学研究ニュース

◯抗菌実験

結論

トマチン溶液には、ミルワームに対する防虫効果がな
く、黒カビに対する抗菌効果がある。

よって、自然に優しい農薬としての利用を期待できる。

今後の展望としては、抽出方法を工夫することや、
溶液が付着した餌を使った防虫実験をすること等が挙げ
られる。

図2 防虫実験の様子

湿 エタノール抽出 乾 湿 水抽出 乾

図3 防虫実験の結果 (上：ミルワームの様子 下：分布をまとめたグラフ)

図4 抗菌実験の結果(実験開始から4日後)

参考文献
[1]Tomatine 17406-45-0 東京化成工業株式会社

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/p/T3636

[2]神戸大学研究ニュース
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_02_26_01.html

[3]『昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ』 木嶋利男著 (家の光協会) (2020)

[4]神奈川県立厚木高等学校SSH研究開発資料2年G組9班
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugi-h/tokushoku/documents/2g.pdf

[5]『我が国の植物病害と病原微生物』 佐藤豊三
日本微生物資源学会誌(2013) 第29巻(第2号),p79-90

https://www.jsmrs.jp/journal/No29_2/No29_2_79.pdf
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